ことばの奥深く潜む魂から“近代”を鋭く抉る、鎮魂の文学

（限定30部）

完結！

石牟礼道子全集
不知火特装版
（全 17 巻・別巻一）

Ａ５上製貼函入布クロス装

各巻口絵２頁

各巻に解説・月報を付す

本藍染布クロス

〈特別愛蔵本のご案内〉
染織家で紬織の重要無形文化財保持
者（人間国宝）である、志村ふくみ氏
による本藍染布クロスで装った特装版
（各巻限定 30 部・頒価各巻 5 万円）を
今回特別にご案内いたします。
各巻在庫僅少となっております。
ご希望の方は直接小社までお申し込
み下さい。
（一般小売書店ではお買い
求めいただけません。
）
1 冊ずつ布目が異なります。写真はイメージです。

〒 162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 523
TEL 03-5272-0301/FAX 03-5272-0450 E-mail info@fujiwara-shoten.co.jp

〈推薦〉

1 初期作品集

◎本全集の特徴

解説・金時鐘
664 頁（第 2 回配本／ 2004 年 7 月刊）

五木寛之／大岡信／河合隼雄／ ■『苦海浄土』を始めとする著者の全
2 苦海浄土 第１部 苦海浄土 第２部 神々の村 解説・池澤夏樹
作品を年代順に収録。従来の単行本
金石範／志村ふくみ／白川静／
624 頁（第 1 回配本／ 2004 年 4 月刊）
に、未収録の新聞・雑誌等に発表さ
瀬戸内寂聴／多田富雄／筑紫哲
ほか 第３部 天の魚 関連エッセイ・対談・インタビュー
3
苦海浄土
れた小品・エッセイ・インタヴュー・
也／鶴見和子（五十音順・敬称略）
解説・加藤登紀子

対談まで、原則的に年代順に網羅。
608 頁（第 1 回配本／ 2004 年 4 月刊）
■人間国宝の染織家・志村ふくみ氏の
表紙デザインによる、美麗なる豪華
愛蔵本。
■各巻の「解説」に、その巻にもっと
もふさわしい方による文章を掲載。
■各巻の月報に、その巻の収録作品執
筆時期の著者をよく知るゆかりの
人々の追想ないしは著者の人柄をよ
く知る方々のエッセイを掲載。
■別巻に、詳伝年譜、著作年譜を付す。

本全集を読んで下さる方々に

石牟礼道子

4 椿の海の記 ほか

エッセイ1969-1970

5 西南役伝説 ほか

エッセイ1971-1972

解説・金石範

592 頁（第 4 回配本／ 2004 年 11 月刊）

解説・佐野眞一

544 頁（第 3 回配本／ 2004 年 9 月刊）

6 常世の樹・あやはべるの島へ ほか

エッセイ1973-1974



解説・今福龍太

608 頁（第 11 回配本／ 2006 年 12 月刊）

7 あやとりの記 ほか
8 おえん遊行 ほか
9 十六夜橋 ほか

エッセイ1975

解説・鶴見俊輔

576 頁（第 6 回配本／ 2005 年 3 月刊）

エッセイ 1976-1978

解説・赤坂憲雄

528 頁（第 5 回配本／ 2005 年 1 月刊）

エッセイ 1979-1980

解説・志村ふくみ

576 頁（第 10 回配本／ 2006 年 5 月刊）

 食べごしらえ おままごと ほか

エッセイ 1981-1987



わたしの親の出てきた里は、昔、流人の島でした。
生きてふたたび故郷へ帰れなかった罪人たちや、行きだおれ
の人たちを、この島の人たちは大切にしていた形跡があります。

 水はみどろの宮 ほか

エッセイ 1988-1993



名前を名のるのもはばかって生を終えたのでしょうか、墓は塚
こういう無縁塚のことを、村の人もわたしの父母も、ひどく
つつしむ様子をして、『人さまの墓』と呼んでおりました。
「人さま」とは思いのこもった言い方だと思います。
「どこから来られ申さいたかわからん、人さまの墓じゃけん、
心をいれて拝み申せ」とふた親は言っていました。そう言われ
ると子ども心に、蓬の花のしずもる坂のあたりがおごそかでも
あり、悲しみが漂っているようでもあり、ひょっとして自分は、
「人さま」の血すじではないかと思ったりしたものです。

解説・伊藤比呂美
672 頁（第 8 回配本／ 2005 年 8 月刊）

 天

の形のままで草にうずもれ、墓碑銘はありません。

解説・永六輔

640 頁（第 9 回配本／ 2006 年 1 月刊）

湖

エッセイ1994

ほか

解説・町田康
520 頁（第 7 回配本／ 2005 年 5 月刊）

 春の城 ほか

解説・河瀨直美
784 頁（第 12 回配本／ 2007 年 10 月刊）

 短篇小説・批評

エッセイ1995

 全詩歌句集 ほか

エッセイ1996-1998

解説・三砂ちづる

608 頁（第 13 回配本／ 2008 年 11 月刊）

 新作 能・狂言・歌謡 ほか

解説・水原紫苑

592 頁（第 14 回配本／ 2012 年 3 月刊）

エッセイ1999-2000



解説・土屋恵一郎
758 頁（第 16 回配本／ 2013 年 2 月刊）

いくつもの顔が思い浮かぶ無縁墓を拝んでいると、そう遠く
ない渚から、まるで永遠のように、静かな波の音が聞こえるの
でした。かの波の音のような文章が書ければと願っています。

 詩人・高群逸枝 ほか エッセイ2001-2002

解説・臼井隆一郎

602 頁（第 15 回配本／ 2012 年 7 月刊）

別巻 自

伝

〔附〕詳伝年譜（渡辺京二）／著作年譜
480 頁（最終配本／ 2014 年 5 月刊）

（全 17 巻 + 別巻

計 90 万円）

◉注文書 （FAX 03-5272-0450 藤原書店）
〒 162-0041



ご注文は、藤原書店営業部まで直接お申込み下さい

■注文

東京都新宿区早稲田鶴巻町 523

TEL 03-5272-0301 ／ info@fujiwara-shoten.co.jp

※一般小売書店ではお買い求めいただけません

石牟礼道子全集

不知火〈特装版〉
（全 17 巻・別巻一）

〔

〕セット

石牟礼道子全集

不知火〈特装版〉
（

〔

〕冊

■お名前

■ご住所 （郵便番号）

■お電話番号

）巻

計 90 万円

頒価各 5 万円

